県民健康・栄養調査報告書
平成２５－２７年

神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課

はじめに

神奈川県では、「いのちが輝き、誰もが元気で長生きできる神奈川」の実現
に向け、「県民健康づくり運動

かながわ健康プラン２１（第２次）」を策定

し、県民誰もが健康で生き生きとした自分らしい生活が送れるよう、生活習慣
病等の発病を予防する一次予防に重点を置いた対策を推進するとともに、全て
のライフステージにおける心とからだの機能・向上に取組み、「健康寿命の延
伸」を図っています。
健康づくりの分野においては、科学的根拠に基づいた施策の企画・立案・評
価が重要なことから、本県では５年ごとに県民健康・栄養調査を実施し、栄養
や運動などの健康づくり全般にわたる県民の状態を把握し、食生活の改善や健
康増進対策に必要な基礎資料としています。
本報告書は、平成 25 年から 27 年にわたり実施した調査の結果をまとめたも
のであり、「かながわ健康プラン２１（第２次）」や「第２次神奈川県食育推
進計画（食みらい

かながわプラン２０１３）」の評価のほか、今後の県民の

皆様の健康づくり推進のために活用してまいります。
また、市町村の健康施策の立案、関係団体の活動計画の作成等、様々な分野
で活用されますと幸いです。
終わりに、この調査の実施、集計、解析等に多大なご協力をいただきました
関係機関の皆様、また、調査の実施にあたりご協力いただきました県民の皆様
に心から厚くお礼申し上げます。
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